ロータリー２０２０～２０２１度

ロータリーは機会の扉を開く
第２８４０地区

２０２０～２０２１年ロータリーのテーマ

館林ロータリークラブ会報
２０２１年３月１２日(金)
点

鐘・ソング
―会

長

挨

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日
Club ID １３９５６

第３０６３回例会報告（Ｎｏ，２８）

奉仕の理想
拶―
谷田川

敏幸会長

なくされました。そんな中でも若く柔軟な発想で、明
るい豊かな社会を目指して様々な活動をしてくれま
した。今後の未来のロータリアン候補者として、皆様
の温かなお気持ちでお迎えして頂けたら幸いです。ど
うぞ宜しくお願い申し上げます。

―

お

客

様

―

（公社）館林青年会議所
理事長 中村 慎一

皆様、こんにちは。本日も例会出席ありがとうござ
います。
昨日は東日本大震災が発生してから10年を迎えま
した。約20,000名の方がお亡くなりになられたり、未
だに行方不明となっております、被災された皆様に改
めてお見舞いを申し上げると共に、心よりご冥福を申
し上げます。
先ほどは教育委員の立場で、第四中学校の卒業式に
出席して参りました。こちらもコロナ渦で、在校生は
代表の数名で、保護者も各家庭1名の出席となり、縮
小されての卒業式でした。卒業生代表の答辞では、学
校が休校となったり、部活動も思うように出来なかっ
たり、更には楽しみにしていた京都への修学旅行も中
止になりと、その思いを綴られていました。卒業間近
には、仲間と過ごす残りの日々を大切にしてきたよう
です。その様な思いを聞いたり、また号泣している男
子生徒を見たときに、親でも無いのに私も目頭が熱く
なりました。どうかこの卒業生が将来素晴らしい人生
が送れますようと願うばかりでした。
さて、本日は公益社団法人館林青年会議所の中村理
事長と谷田川直前理事長をお招きしての例会です。卓
話の時間では今年度の活動方針や、会員拡大のお願い
もあると思います。
昨年はコロナ渦で、色々な事業が中止や変更を余儀

様

（公社）館林青年会議所
直前理事長 谷田川 明弘様

―会

務

報

告―
谷田川

―幹
敏幸会長

事

報

告―
幹事 本島

Ｒ３．３．５（金）
第１回中長期戦略計画作成委員会
於・ニューミヤコホテル館林
参加者 谷田川敏幸・本島克幸・新井 進・石川長司
小池敏郎・関口 昇・中村研司・原 初次
山本 樹
Ｒ３．３．６（土）
足立年度地区チーム研修セミナー
参加者 宮内敦夫・小暮高史
於・前橋商工会議所会館
Ｒ３．３．６（土）
米山記念奨学生修了式・歓送会
参加者 飯塚一成 於・ホテルメトロポリタン高崎
Ｒ３．３．１０（水）
新規奨学生オリエンテーションの打ち合わせ
参加者 飯塚 一成
於・ガバナー事務所
今後の予定
Ｒ３．３．１３（土）
第３３回全国ローターアクト研修会・地区ローター
アクト委員長会議
於・Zoom 会議
Ｒ３．３．１７（水）館林市緑を守る会第２回臨時総会
対象者 小堀 良武
於・館林市文化会館
Ｒ３．３．２１（日）ＰＥＴＳ・ＳＥＴＳ
於・前橋問屋センター会館
対象者 石川長司・関口 昇・小暮高史
Ｒ３．３．２７（土）第２回地区補助金予備審査会
対象者 毛塚 宏
於・前橋商工会議所会館
Ｒ３．４．３（土）
足立年度第２回ガバナー補佐・委員長合同会議
対象者 小暮 高史 於・ロイヤルチェスター前橋
Ｒ３．４．２１（水）
第４分区Ａ・Ｂ１０ＲＣ親睦ゴルフ大会
於・太田双葉カントリークラブ
Ｒ３．４．２４（土）地区リーダーシップセミナー
於・前橋商工会議所会館
対象者 谷田川敏幸・本島克幸・新井 進
Ｒ３．４．２５（日）
地区大会（地区役員・会長・幹事以外はＷＥＢ参加）
於・ベイシア文化ホール
（地区役員・各クラブ会長・幹事）
Ｒ３．５．２３（日）足立年度地区研修・協議会
於・前橋商工会議所
Ｒ３．６．５（土）米山学友会総会
於・ホテルメトロポリタン高崎
対象者 飯塚一成・米山奨学生
Ｒ３．６．１２（土）～１６日（水）国際大会
対象者 全会員
於・バーチャル
Ｒ３．６．２６（土）
足立年度第３回ガバナー補佐・委員長合同会議
対象者 小暮高史

克幸

１．例会場・例会時間の変更
◆大泉ＲＣ
４月 ７日（水）→ 通常例会・理事会
４月１４日（水）→ 通常例会
４月２１日（水）→ 第４分区Ａ・Ｂ１０ＲＣ親睦チャ
リティーゴルフ大会ホストクラブ
会 場 双葉カントリークラブ
４月２８日（水）→ 通常例会
◆館林西ＲＣ
４月６日（火）→ ４月４日（日） 早朝清掃例会
時間８：００～９：００
場所 農村広場
４月１３日（火）→ 理事会・短縮例会（お弁当持ち帰り）
時間 １１：００～
会 場 陣屋
４月２０日（火）→ 倉庫整理日
時間 １２：１０～
会場 陣屋
４月２７日（火）→ 休 会
◆館林東ＲＣ
４月 ７日（水）→ 理事会／通常例会
４月１４日（水）→ 休会（定款第７条第１節（ｄ）により）
４月２１日（水）→ 休会（定款第７条第１節（ｄ）により）
４月２８日（水）→ 夜間例会
点鐘 １８：００会場 つかさ本店
◆高崎東ＲＣ
３月１１日（木）→ 休会（定款第７条第１節（ｄ）により）
３月１８日（木）→ 休会（定款第７条第１節（ｄ）により）
３月２５日（木）→ 休会（定款第７条第１節（ｄ）により）
◆前橋南ＲＣ
３月２４日（水）→ 夜間例会予定
３月３１日（水）→ 休会（定款第７条第１節（ｄ）により）
◆富岡ＲＣ
３月３１日（水）→ 休会（定款第７条第１節（ｄ）により）
◆富岡中央ＲＣ
４月 １日（木）→ 休 会
４月２９日（木）→ 休会 祝日（昭和の日）
◆富岡かぶらＲＣ
４月 ６日（火）→ 夜間例会
点鐘１８：３０ 会場 和采屋 源氏料理店
４月２７日（火）→ 休 会
２．会報、週報
３．その他
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◆ガバナー事務所
①足立年度第２回ガバナー補佐・委員長合同会議の
ご案内
【日 時】４月３日（土） １３：３０～１６：２０
【会 場】ロイヤルチェスター前橋
【対象者】小暮 高史
②第３３回全国ローターアクト研修会・地区ローターア
クト委員長会議のご案内
【日 時】３月１３日（土）１３：３０～１６：００
１２：４５ 受付開始
１３：３０ 地区ローターアクト委員長会議
【会 場】Zoom 会議
URL：https://zoom.us/j/97663404000?pwd=QnZxNHFs
b2dUSnNSenFhKzkyd2U3UT09
ミーティング ID：976 6340 4000
パスコード：707360
【登録料】無 料
【対象者】どなたでも視聴できます。
≪会議出席にあたってのお願い≫
出欠を確認しますので、ログイン名（表示名）を「第
〇〇〇〇地区+役職名+ご芳名」に変更して下さい。
あらかじめ、アカウント設定>>プロフィールで変更頂く
か、当日ログイン後（Zoom ミーティングに参加後）
、変
更して下さい。発言者以外はミュート設定をお願いしま
す。
【問い合わせ先】国際ロータリー第２５１０地区
ローターアクト副委員長 齋藤 聡
電話：０９０－３７７７－５１３４
メール：sai3927@kouekisya.com
③国際大会開催方法変更に伴う「地区大会決議案」の
修正についてのお知らせ
現行決議第５号
【決議第５号】 国際大会（台北）参加推進に協力する
件
２０２１年６月１２日～１６日に、台湾の台北市にて開
催される国際大会が、地区内ロータリアンの多数の参加
により成功するよう協力することを、ここに決議します。
⇓
修正決議第５号(案)
【決議第５号】バーチャルで開催される国際大会の視聴
による参加を推進する件
新型コロナウィルス感染症の世界的な流行の為バーチ
ャルで開催されることとなった２０２１年ロータリー
国際大会を、多数の地区内ロータリアンが視聴によって
参加するよう推進することを決議します。
④地区リーダーシップセミナーのご案内
【日 時】４月２４日（土）１３：５０～１６：００（登
録開始１３：３０～）
【会 場】前橋商工会議所会館
【対象者】会長・幹事・クラブ研修リーダー
※各クラブ少なくとも２名のご出席をお願い致します。
【登録料】一人 １，０００円
【その他】WEB でのライブ配信は行いませんが、編集動
画を後日 YouTube でご覧頂けるように致します。視聴用
の URL 等は改めてお知らせ致します。
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◆第４分区Ｂガバナー補佐 中山 勉 様
地区大会クラブ紹介用原稿作成（２００字程度）及び
お写真（５枚）ご提出のお願い
◆館林市役所
花と緑のフェスティバル２０２１への協賛ご協力の
お願い
協賛金
１口 １万円～
◆館林商工会議所
「商工たてばやし №４４７」

― 委員会報告 ―
出席・ニコニコ BOX 委員会
矢島 孝昭委員長

例会出席報告
通算３０６３回例会
会 員 数
出席率算出会員数
出 席 者 数
欠 席 者 数
出 席 率
前前回修正

ヽ(^。^)ノニ

５６名
５０名
３３名
１７名
66.00％
84.62%～88.46％

コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ

☆谷田川 敏幸会長
大変
本日は館林 JC 中村理事長をお迎えしての例会
です。可愛い後輩を宜しくお願い致します。
☆石川 長司会員
本日は館林青年会議所理事長中村慎一様に卓話を
して頂きます。宜しくお願い致します。
☆本島 克幸幹事
中村理事長、本日は宜しくお願い致します。
☆古川 正道会員
大変
ボーイスカウト館林第 1 団に多大なるお力添えを
賜りありがとうございました。
☆山本 樹会員
根岸君の司会が見られましたので。
☆荒木 千津子会員
大変
前回の第 1 例会にて在籍 5 年記念バッジを頂きまし
た。大切に使わせて頂きます。
ありがとうございました。

☆根岸 利正会員
本日、S.A.A 小堀会員がお休みですので、進行をさ
せて頂きます。また、公益社団法人館林青年会議所、
中村慎一理事長に卓話をして頂きますので。

で卒業となります。
仕事は、株式会社カンセキのリユース事業としてオ
フハウス佐野店で店長をしております。
株式会社カンセキは私の所属するリユース事業の
ほかに、栃木県を中心にホームセンター・業務スーパ
ーの運営、ワイルドバーンというカフェレストランの
運営、全国的にアウトドア店ワイルドワンの運営を主
軸に行っています。
数年前より ESG 経営や SDGｓの推進など社会貢献へ
も取り組んでおり、2020 年に開場した栃木県総合運
動公園内の陸上競技場の命名権を年間 1800 万円の 3
年契約で取得し、
「カンセキスタジアムとちぎ」の愛
称で地域の方々に親しまれています。今期からはサス
ティナブル委員会も発足され全社を上げての取り組
みへと変化しております。もともと、創業以来社是の
1 番で「お客様により良い商品とサービスを提供し地
域社会に貢献します」とうたっており、経営を通じて
社会貢献する風土はあったものを加速化した次第で
す。
私が青年会議所に入会したきっかけは全く別なの
ですが、自社の社是はきっかけの 1 つではあります。
JC 経歴
私が入会にいたった経緯は高校時代の部活の先輩
からのお誘いがきっかけです。
学年的に直接は活動していませんが、高校時代に一
緒に活動していた先輩からは伝説的に聞いていた方
からのお誘いでしたので、興味を持ち事業にオブザー
バーとして参加させていただき、多様性あふれる人と
触れ合える観点から面白そうだからという理由で入
会しました。
入会してからの 1 年目は、会員研修特別委員会に所
属し、小暮こうすけ委員長に青年会議所とは？という
部分をたたきこまれました。
2 年目は地域開発委員会というまちづくり事業を
行う委員会で副委員長をやらせていただき、理事会の
場での質疑応答など会議の必要性をまなぶことがで
きました。
また、館林青年会議所では近隣 6 つの青年会議所か
らなる両毛地域青年会議所協議会というものに出向
することができます。私はこちらでもまちづくり委員
会の副委員長をやらせていただき、館林内だけでは出
会えない、より多くの人と出会い、考えを知ることが
でき、貴重な体験をさせていただきました。
3 年目は魅力発信委員会というまちづくりと青少
年育成事業のハイブリッド型の委員会で委員長をや
らせていただき、委員会を束ねて街のため、子供たち
のためにどんなことをしたらいいのか、事業の計画・
実施・検証引継という進め方を学ぶことができました。
4 年目は副理事長兼創造室室長として、未来創造委
員会というまちづくり事業を行う委員会を受け持つ
役職をやらせていただきました。
事業の主役は委員長ですので、委員長のやりたいこ
とと目的が根本的に違わないか？道がそれたら修正

＜３月のお食事＞
＊３月１９日 第３例会
麦豚生姜焼き・特大焼売・カレイの煮付け
唐揚げ・メンチカツ・山菜ごはん 他
＊３月２６日 第４例会
紋甲イカのバター醤油炒め・ひじき・玉子焼き
コロッケ・ちくわ磯部揚げ・大根と豚肉の煮物
深川飯 他
S・A・A

根岸

利正副委員長

お疲れ様でした。

―

卓

話

―

紹介：プログラム・健康増進委員会
根岸 利正委員長
（公社）館林青年会議所

理事長

中村

慎一

様

自己紹介
公益社団法人館林青年会議所第 59 代理事長の中村
慎一です。
今年度 40 歳になりますので、青年会議所は今年度
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し、速度が遅れたらケツをたたいたりニンジンをぶら
下げたり、疲れてきたら話を聞くために飲みに誘った
りと、職場でもこんなことすればやる気を出してくれ
るかも、、
、この言い回しは仕事で思いを伝えるときに
使えそうだな、、
、など仕事に活かせる活動をさせてい
ただきました。
昨年の活動報告
昨年度、館林青年会議所では谷田川明弘理事長のも
と、
1 月は新年祝賀会と会員拡大セミナー
2 月は幹事会と SDGｓセミナーと総会
3 月はコロナ感染症拡大につき事業は延期・中止の
決定
4 月はマスク不足、特に子供用マスクの調達が困難
な現状から年初の計画にはありませんでしたが急遽、
館林紬を使ったマスクを市に寄附し新一年生に配布
する事業
館林の文化などを調べてより多くの人に知っても
らうために活動していた経験が役立ち、
、
、
5 月は感染の危険性が高いと言われ営業自粛を余
儀なくされていた飲食店のテイクアウトメニューな
どの情報を知ってもらい利用してもらうためにチラ
シを作成し、全戸配布する事業を行いました。
市役所にご協力いただき、全戸配布することができ
ることを継続事業であるハロウィン事業から経験し
ておりましたので、利用させていただきました。
6 月は感染症対策委員会の発足のための組織変更
のために臨時総会と感染症拡大が鈍化したチャンス
に研修事業を実施
7 月は WEB セミナーと熊本豪雨被害に対する支援物
資の輸送事業
8 月は総会とコロナかの子供たちの思いを灯籠に
のせて川へ流す DreamLive
9 月は研修事業
10 月はハロウィンキャラクター募集事業 ハロポ
ン
隣の青年会議所との合同例会
11 月キャンドルナイトとサプライズ花火
12 月里沼文化アート・

①社会のためになるか・②メンバーのためになる
か・③青年会議所のためになるか、
優先順位は①～③でそのすべてを満たしている事
業実施を目指しております。
こちらにいらっしゃります皆様にもご協力いただ
く場面は多々あるとは思いますが、その際は、是非、
よろしくお願い致します。
青年会議所はまちづくりの活動を通して人として
成長できる素晴らしいものだと思っています。人は人
の中で磨かれると言われます。職業も年齢も学歴も違
う多様性あふれる面々と出会い、活動をすることは絶
好の自分磨きであり、それは仕事や家庭でも役に立ち
ます。また、当社でも最近取り組まれてきた社会貢献
に関してもどこの企業も考えられていらっしゃると
思います。何ができるか悩んでいる方も多いと思いま
す。そこで提案ですが、社員を青年会議所に入会させ
ませんか？年齢が 40 歳に満たない方でしたら性別・
人種・宗教などは不問です。最高の社会貢献の場を提
供しながら入会後の成長もお約束いたしますので、ご
検討いただければ幸いです。
最後にこちらにおります皆様の社業の繁栄と明る
い豊かな社会の実現を祈念いたしまして、私からの卓
話を閉めさせていただきます。ご清聴ありがとうござ
いました。

―記念品贈呈―

今年度は
1 月に新年祝賀式典、例年とは異なる手法で動画配
信という形式
2 月拡大セミナー・総会
今後、おおらか青年会議所との合同例会や研修事
業・青少年育成事業・まちの魅力を伝える事業・他団
体との交流事業・ハロウィン事業
◆例会日
◆例会場
◆事務所
◆E:mail

毎週金曜日 12：10 より
ニューミヤコホテル館林（館林市文化会館内）
館林市城町 3-1 TEL0276-50-1541
館林信用金庫本店内
館林市本町 1-6-32 TEL･FAX 72-8181
tatebayashi.rc@cc9.ne.jp
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